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Ⅰ 米国競争法(政策) 
 

本号では、共謀事件 2 件と企業結合事件 1 件を取り上げる。 
１件目は、タバコ大手アルトリアと電子タバコ最大手ジュールに対する反トラスト法上

の訴えが、FTC 行政法判事によって却下された仮決定についてのものである。両社によっ
て締結された協定の下で、アルトリアは電子タバコ市場から撤退し、新たに参入できない
ようになり、ジュールはアルトリアに対し同社の株式 35％を約 130 億ドルで売却した。 

２件目は、国外逃亡していたエスパー社の元社⻑がパーキングヒーターを巡る価格カル
テルに関与していたとの起訴内容に対し、有罪の答弁を行ったという刑事事件である。同
元社⻑は起訴後にカナダを逃げ出し、逃亡生活を 5 年間送った後にスペイン当局に逮捕さ
れた。 

３件目は、ヘルスケア大手ユナイテッドによるヘルス技術会社大手チェインジの買収案
について、司法省が当該垂直統合の阻止を求め、訴えを提起した事件である。ユナイテッ
ドは医療保険最大手ユナイテッド・ヘルスケアを所有している。また、買収総額は 130 億
ドルである。 
 
１ 共謀事件 
(1) FTC 行政法判事、アルトリアとジュールを対象とした審判開始決定書での訴えを退け

る旨の仮決定を下す(2022 年 2 月 24 日)1 
 
 2022 年 2 月 24 日に公表された仮決定で、連邦取引委員会(以下｢FTC｣という。)のマイケ
ル・チャッペル主席行政法判事は、タバコ会社 Altria Group, Inc.(以下｢アルトリア｣という。)
と電子タバコ会社 JUUL Labs, Inc.(以下｢ジュール｣という。)に対し、FTC 審査官より送付さ
れた審判開始決定書での反トラスト法上の訴えを退けた。 
 2020 年 4 月に送付された審判開始決定書で FTC 審査官は、アルトリアとジュールが、
連邦反トラスト法に違反し、アルトリアによるジュール株 35％の取得合意を含め、競争を
排除するための一連の協定を締結したと主張した。審判開始決定書によると、当該一連の
協定に基づき、アルトリアは、とりわけクローズドシステム(カートリッジ交換)タイプの電
子タバコ市場から撤退し、新たに参入できないようになり、ジュールはアルトリアに対し
て相当数の同社株式を売却した。ジュールは間違いなく電子タバコ市場での支配的な事業
者である。 
 本件競合避止協定が反競争的効果を発生させたこと、またアルトリアが近い将来電子タ
バコ市場で競い合う合理的蓋然性があることを FTC 審査官が立証していない、とチャッ

 

1 Press Release, Federal Trade Commission, Administrative Law Judge Dismisses FTC Antitrust Complaint 
against Altria Group and JUUL Labs, Inc. February 24, 2022 
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ペル行政法判事は結論付けた。競い合いには、競合製品が単独で市場化されることによっ
て行われ、あるいはアルトリアが他社と協力し、又は他事業を売却することによって行わ
れる場合が含まれる。 

また、チャッペル行政法判事は以下のように認定した。 
・ アルトリアがジュールの株式を取得した後、クローズドシステム・タイプの電子タ

バコ市場での競争は減ったのではなく、より活発になった。 
・ アルトリアが自社自身の電子タバコ製品を市場から取り除いたことが競争の実質的

減殺をもたらしたか、又は将来もたらす蓋然性があるかは、立証されていない。 
・ 本件取引が FTC 法 5 条、シャーマン法 1 条又はクレイトン法 7 条に違反すると、

審査官は立証していない。 
 
不服申立手続 
 行政法判事の仮決定に対して､不服のある当事者が異議の申立てを行い､又は FTC が自
ら職権を発動した場合､委員全員は同仮決定を再検討しなければならない｡不服のある当事
者がタイムリーに控訴ブリーフを提出しない限り､あるいは FTC が事件を再検討するため
に同委員会自身の事件一覧表に載せない限り､仮決定は､両当事者に送付される 30 日後に､
最終決定として確定する。 
 
(2) 司法省、パーキングヒーターを巡る価格カルテルに関与したとして、国外逃亡してい

た元重役が有罪の答弁を行った旨を公表(2022 年 3 月 3 日)2 
 

ドイツ国⺠の一人が、2007 年から 2012 年にかけて価格カルテルの首謀者であったとし
て、ミシガン州東部地区地裁で有罪の答弁を行い、禁固刑の宣告を受けた。 

ドイツ国⺠であり、かつてのカナダ住⺠でもある Espar Inc.(以下｢エスパー｣という。)の元
社⻑ Volker Hohensee は、2015 年 12 月に大陪審により起訴された。エスパーは米国及び
カナダに所在するパーキングヒーター製造業者である。Hohensee 氏は起訴後にカナダを
逃げ出し、逃亡生活を 5 年間送った。そして、2020 年 12 月にカナリア諸島に上陸した際
にスペイン当局から逮捕された。同氏は、本日答弁をするまでの間スペインの拘置所に収
監されていた。 

司法省反トラスト局のジョナサン・カンター局⻑は以下のように述べた。 
｢Volker Hohensee の逮捕と答弁並びに同氏に対する刑の宣告は、反トラスト局が逃亡者

を法に基づいて裁くのに専念しているのを示す典型的な例である。本件被告人は、逃げ隠
れるのを選んだが故に、5 年間の逃亡生活とスペイン法執行当局の下での 15 か月間の拘留

 

2  Press Release, Department of Justice, Fugitive Executive Pleads Guilty in Parking Heaters Price-Fixing 
Conspiracy, March 3, 2022. 
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生活を送った。この代償は、訴えに立ち向かわずにそれから逃げようとしている被告人ら
に対し、教訓のような話となるだろう。反トラスト局とその(国内と国外の)法執行パートナ
ーらは、起訴された被告人を法に基づいて裁く忍耐と手段を有する。ご安心ください。｣ 

Hohensee 氏が有罪答弁をした対象となる被疑事実を明示している重罪 1 件の起訴状に
よると、Hohensee 氏、及びライバル会社に勤める重役を含む Hohensee 氏の共犯者らは、
共同して、米国及び北米の他の地域でパーキングヒーターのアフターマーケット価格を人
為的に設定していた。パーキングヒーターはエンジンが止められた状態で車内を暖めるこ
とのできる装置である。Hohensee 氏及び彼の共犯者らは、パーキングヒーターの価格に
ついて話し合うために会合し、特定のパーキングヒーター・キットの価格下限を設定する
ことに合意し、またパーキングヒーターの価格引上げ幅と引上げ時期について協調するこ
とに合意した。 

Hohensee氏と共にドイツ国籍である元重役2名も2015年に起訴された。Frank Haeusler
は、エスパーのドイツ関連会社である Eberspaecher(以下｢エバスペヒャー｣という。)の元副
社⻑であり、競合会社の元重役でもある。Harold Sailer もエバスペヒャーの元副社⻑であ
る。両者は逃亡中である。2015 年に、エスパーはニューヨーク州東部地区地裁において同
じ共謀に係る価格カルテルに関与したとの起訴内容に対して有罪の答弁を行い、1490 万ド
ル(約 17 億 2840 万円、1 ドル＝116 円)の罰金を支払うように命じられた。 

Hohensee 氏の有罪答弁を受け入れてから、連邦地裁は、Hohensee 氏が逮捕された後に
スペインの拘留所で 15 か月間収監されていたことを指摘し、その上で禁固刑を言い渡し
た。 

司法省は、スペインとカナリア諸島での幾つかの法執行当局が協力したことに感謝の意
を表する。 

本件は、パーキングヒーター産業における価格カルテルに対する継続中の反トラスト審
査の結果によるものである。同審査は反トラスト局及び連邦捜査局(FBI)により行われた。
当初の起訴、本日の答弁及び量刑宣告は反トラスト局ニューヨーク事務所及び FBI ニュー
ヨーク支局により取り扱われた。司法省国際関係室及びミシガン州東部地区の連邦検事室
が支援を行った。 
 
２ 企業結合事件 
(1)  司法省、ヘルスケア最大手ユナイテッドによるヘルスケア技術大手チェインジの垂直

的買収の阻止を求め、訴えを提起(2022 年 2 月 24 日)3 
 
 司法省は本日 2 月 24 日、ミネソタ州とニューヨーク州それぞれの司法⻑官らと共に、

 

3 Press Release, Federal Trade Commission, FTC Sues to Block Lockheed Martin Corporation's $4.4Billion 
Vertical Acquisition of Aerojet Rocketdyne Holdings Inc., January 25, 2022. 
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UnitedHealth Group Incorporated(以下｢ユナイテッド｣という。)による Change Healthcare 
Inc.(以下｢チェインジ｣という。)の買収の阻止を求め、⺠事訴訟を提起した。コロンビア特別
区地方裁判所に提出された訴状によると、130 億ドル(約 1 兆 5080 億円)に及ぶ本件買収案
は営利健康保険市場のみならず、健康保険会社が使用する重要な技術の市場を巡る競争を
阻害するものである。当該技術の使用によって保険会社らは健康保険請求を処理したり、
医療保険費を削減したりしている。 
 メリック・ガーランド司法⻑官は以下のように述べた。 
 ｢高品質の医療保険は全てのアメリカ人に利用可能であるべきである。アメリカ最大の
医療保険会社によるヘルスケア保険請求技術の提供を行っている主要なライバルの買収案
が容認されるならば、健康保険を巡る競争が阻害され、また雇用主医療保険市場における
イノベーションが停滞するようになるだろう。司法省は、特にヘルスケアとデータの交差
領域に関わる、反競争的な買収案の阻止に全力を注いでいる。｣ 
 司法省反トラスト局のドハ・メッキ主席司法次官補代理は以下のように述べた。 

｢本件買収計画の内容では、アメリカの健康保険請求の約半分が毎年通過する重要な高
速データ伝送路へのアクセスをユナイテッドがコントロールするようになる。結果として、
ヘルスケア産業において危うい転換点が迎えられるおそれがある。買収案が阻止されなけ
れば、ユナイテッドは、競合する医療保険会社らの競争上重要な情報にアクセスし同情報
を自社の事業目的のために使用し、また新たに開発された必須のヘルスケア技術に対する
競合他社のアクセスをコントロールする蓋然性がある。データ及び技術革新に対する支配
を単一企業の手に収めることで競争を阻害するような取引計画に対し、我々は訴えを起こ
すのを躊躇わない。司法省の提訴はこの様なことを明らかにしている。｣ 
 訴状で述べられているとおり、本件取引案が実行されれば、米国最大の医療保険会社を
所有する巨大企業であるユナイテッドは、ライバル医療保険会社らの競争上重要な大量の
情報へのアクセスを得られるようになる。買収後、ユナイテッドは、ライバルの情報を利
用することで医療保険市場において不公平な優位性を獲得し、競争を阻害することができ
るようになる。また、本件買収計画の内容では、保険請求査定技術の分野でユナイテッド
と競争している唯一の主要なライバルが排除され、よって、ユナイテッドが独占的な市場
シェアを有するようになる。同技術の使用によって、医療保険請求が効率的に処理され、
また医療保険会社らが毎年何十億ドルものお金を節約している。 
 本件買収案は、チェインジという独立した革新的な企業を消滅させるものである。チェ
インジはユナイテッドの主要な医療保険ライバルを含め、ヘルスケアエコシステムに存す
る様々な参加者に対し、重要なソフトウエアとサービスを提供している。これらには、電
子データ交換クリアリングハウス・サービス、及び保険請求査定ソリューションが含まれ
る。当該サービスでは、保険者と医療提供者との間で保険金請求と支払情報が送受信され
ている。また当該ソリューションでは、医療保険プラン及び関連する治療プロトコールの
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下で保険金請求が査定されている。確かに、チェインジは保険会社の重要なパートナーと
して同社を市場化しており、技術革新と問題解決のために保険会社らと密に仕事をしてい
る。ユナイテッドがこの中立的なプレイヤーを買収すれば、同社は公平な競争の土俵を同
社有利となるように傾けることができようになる。その結果として、顕在競争が阻害され
る蓋然性があり、またユナイテッドが予見可能な将来において同産業におけるイノベーシ
ョンの行方を支配し歪める能力を有するようになる。 
 ユナイテッドはミネソタ州ミネトンカに本社を構えている。ユナイテッドは統合された
ヘルスケア企業であり様々な子会社を有している。子会社には、米国最大規模の医療保険
会社であるユナイテッド・ヘルスケア、全米各地で医療サービスのネットワーク提供を行
っているオプタムヘルス、薬剤給付管理大手であるオプタム Rx、及びヘルスケア技術会社
であるオプタムインサイトがある。ユナイテッドの収益は 2021 年には 2880 億ドル(約 33
兆 4080 億円)であった。 
 チェインジはテネシー州ナッシュビルに本社を置いている、チェインジは主要な独立し
たヘルスケア技術会社であり、医療サービス提供者、医療保険者、ヘルスケア産業におけ
る他のソフトウエアとサービス業者に対しヘルスケア解析、ソフトウエア、サービスとデ
ータを提供している。チェインジの収益は 2021 年には 34 億ドル(約 3944 億円)であった。 
 
(お問い合わせは、佐藤 潤、慶應義塾大学産業研究所共同研究員・クレド法律事務所提携ニューヨ
ーク州弁護士 jun_sato02@yahoo.co.jp、までお願いします。) 
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Ⅱ 欧州競争法(政策) 
 

本号では、共謀事件に対する正式調査開始と、買収事件 1 件を取り上げる。 
1 件目は、Google と Meta(前 Facebook)間のオンライン表示広告サービスに関する協定

に関するものである。欧州委員会は、本協定がオンライン表示広告市場に与える競争の制
限に懸念を有しており、本協定が EU 運営条約 101 条又は 102 条違反の疑いで正式調査を
開始した。 

2 件目は、コンテナ製造と貨物荷役装置製造、ターミナル自動化ソリューション提供の
各分野における主導的事業者である Cargotec(フィンランド)と Konecranes(同)の合併につ
いて、製造工場を含む一部の事業譲渡を条件に承認したものである。。 
 
１ 共謀事件 
(1) 欧州委員会、オンライン表示広告 Google と Meta による反競争的行為のおそれに対

する調査を開始(2022 年 3 月 11 日)4 
 
 欧州委員会は、Google と Meta(前 Facebook)間で締結されたオンライン表示広告サービ
スに関する協定が、EU 競争法に違反するかを評価するための正式調査を開始した。 
 Google は、自己の｢オンライン入札プログラム｣によるものを含め、ウェブサイト又はモ
バイルアプリ上のオンライン表示広告スペースのリアルタイムオークションによる広告者
と広告会社を仲介する広告技術サービスを提供している。Meta はオンライン広告サービ
スを提供しているほか、同社の｢Meta Audience Network｣を通じて、Google と競争者の広
告技術サービスを使用する第三者広告会社の広告スペースのオークションに参加している。 
 欧州委員会の調査は、Google が｢Jedi Blue｣と名付けた 2018 年 9 月の Google と Meta
間の協定を対象としている。本協定は、Google のオープン入札プログラムへの Meta の
Audience Network の参加に関するものである。欧州委員会は、本件協定には Google のオ
ープン広告プログラムと競合関係にある広告技術サービスを排除する効果を有するおそれ
が認められるため、出版社、最終的には顧客を犠牲にして、オンライン表示広告市場にお
ける競争が制限ないし歪曲するおそれがあることに競争上の懸念を有している。 
 問題行為が証明された場合、調査対象となっている行為は、EU 運営条約 101 条により
禁止される事業者間の反競争的協定、及び同 102 条により禁止される市場支配的地位の濫
用に違反するおそれがある。 
 なお欧州委員会は、本件について優先対象として詳細審査を行うものであり、正式調査
の開始は調査結果に予断を与えるものではない。 

 

4 Press Release, European commission, Antitrust: Commission opens investigation into possible anticompetitive 
conduct by Google and Meta, in online display advertising, 11 March 2022. 
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 英国の競争市場庁も Google と Meta の間の協定に対する独自の調査を開始した。欧州
委員会は、慣例により同庁と連絡を取り、適用可能な規則と手続に従って本件調査に対す
る緊密な協力を行う予定である。 
 
(2) 欧州委員会、Cargotec と Konecranes の合併を条件付承認(2022 年 2 月 24 日)5 
 
 欧州委員会は EU 合併規則の下、Cargotec と Konecranes の合併を条件付きで承認した。
本件承認は、一部の事業売却を条件とするものである。 
 本日の決定は、両社に対する詳細審査を受けたものである。両社は、コンテナ製造と荷
役設備製造、ターミナル自動化ソリューション提供の分野における欧州最大、かつ世界に
おける主導的事業者である。 
 
欧州委員会による調査 

欧州委員会は詳細審査において、ターミナル運営者、クレーンその他荷役設備の製造業
者を含む広範な市場参加者より意見を受けた。 

市場調査の結果、欧州委員会は当初届出のあった本件取引は、以下のようなコンテナと
荷役設備の種類について、欧州経済領域(EEA)における競争を実質的に制限し、またより高
い価格をもたらす恐れがあることについて懸念を有していた。すなわち 

・ ゴムタイヤ付ガントリークレーン 
・ ストラルド／シャトルキャリア 
・ リーチスタッカー、空コンテナ捌き、重量フォークリフト(積載量 10 トン以下)をはじ

めとする移動施設 
合併により誕生する事業者は、上記各分野において極めて高い市場占拠率を有しており、

ごく少数の競争者から競争圧力を受けるに過ぎないことが見込まれる。既存の高い参入障
壁が存在するため、欧州の顧客はコンテナと荷役施設の新たな供給者を得ることは想定し
がたい。その結果、ターミナルと産業界の顧客は、上記施設の大半について高価格と選択
肢の減少に直面することとなる。 

また欧州委員会の調査の結果、本件取引により Konecranes の移動施設事業と Cargotec
のスプレッダー事業が垂直統合されることで、競合関係にある移動施設スプレッダーの供
給者が顧客に接する機会が制限されることも明らかになった。 
 
提案された問題解消措置 
 欧州委員会の競争上の懸念を解消するため、両社は以下の問題解消措置を申し出た。 

 

5 Press Release, European commission, Mergers: Commission clears the merger of Cargotec with Konecranes, 
subject to conditions, 24 February 2022. 
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・ ゴムタイヤ付ガントリークレーン、ストラルド／シャトルキャリア市場において、
Cargotec はポーランドにおける製造工場、及び売却対象の製品群を対象とする
Kalmar ブランド使用のライセンスを含む、クレーンとストラルド／シャトルキャリ
ア事業を全面的に売却する。 

・ スプレッダーを含む移動施設市場において、Konecranes はリーチスタッカー、満載・
空コンテナ捌き、フォークリフトトラックの製造販売事業を売却する。本売却には、
スウェーデンと中国における製造工場と流通業者との契約も含まれる。 

  上記措置は、欧州委員会が認定した競争上の懸念を完全に解消するものである。上記措
置について実施した市場テストにより得られた複数の顧客、流通業者、競争者からのフィ
ードバックの結果も、上記の売却資産の購入者が合併により誕生する事業者と有効に競争
できる持続性ある事業を構築することが見込まれるという欧州委員会の見解を確認するも
のであった。よって欧州委員会は、上記措置により修正された本件取引は、競争上の懸念
を惹起するものではないと結論づけた。欧州委員会の決定は、本件措置の全面的な実施を
条件とする。 
 
他の競争当局との協力 
 米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、イスラエルを含む多
くの競争当局は本件合併を審査中である。欧州委員会は上記の競争当局と定期的に連絡を
取っている。 
 
当事会社と製品 
 Cargotec はフィンランドに本拠を置き、Kalmar 事業を通じて、港湾やターミナルにお
ける荷役(コンテナ捌き装置、ターミナル自動ソリューションを含む)のほか、船舶、道路運送の
設備とサービスを提供している。 
 Konecranes もまたフィンランド企業であり、貨物捌き設備、自動化技術などの造船所、
港湾、ターミナルにおけるリフト・貨物捌きを中心とする設備とサービスを提供している。 

なお、本件は 2021 年 5 月 28 日に欧州委員会に届出がなされたものであり、欧州委員会
は同年 7 月 21 日に詳細審査を開始した。 
 
(お問い合わせは、多田 英明・東洋大学法学部教授 tada@toyo.jp までお願いします。) 
 


